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四半期報告書提出予定日 平成25年５月14日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第１四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年３月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第１四半期 926 △0.8 58 △59.1 61 △58.0 39 △52.1
24年12月期第１四半期 934 194.0 141 ― 146 ― 82 ―

(注) 包括利益 25年12月期第１四半期 83百万円(△14.7％) 24年12月期第１四半期 97百万円( ―％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

25年12月期第１四半期 6.79 ―
24年12月期第１四半期 14.17 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第１四半期 9,337 7,731 82.8
24年12月期 9,226 7,706 83.5

(参考) 自己資本 25年12月期第１四半期 7,731百万円 24年12月期 7,706百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年12月期 ―

25年12月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 2,100 △30.0 210 △44.0 215 △47.3 115 △51.1 19.65
通期 4,400 △15.5 180 △62.2 195 △62.3 100 △55.4 17.08

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

は、添付資料３ページ「2.（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期１Ｑ 6,392,736株 24年12月期 6,392,736株

② 期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 539,201株 24年12月期 539,133株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 5,853,587株 24年12月期１Ｑ 5,853,703株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予

想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２

ページ「1.（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果によ

り、株価なども回復し景気に持ち直しの動きが見られました。 

一方世界経済は、中国では景気拡大のテンポがやや持ち直し、米国では緩やかな回復傾向にあり、欧

州では景気が弱い動きにあるなど、全体としては弱い回復が続きました。 

このような状況下、当社グループは国内外で積極的な営業活動を展開し、売上高は926百万円（前年

同四半期比0.8％減）となりました。 

また、利益面につきましては、開発要素の高い案件や先を見据えた研究開発を進めたことに加え、土

地・建物の取得に伴う諸費用等により、営業利益は58百万円（前年同四半期比59.1％減）、経常利益は

61百万円（前年同四半期比58.0％減）、四半期純利益は39百万円（前年同四半期比52.1％減）となりま

した。 

なお、当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであ

るため、セグメント情報の記載は省略しております。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.7％減少し、6,912百万円となりました。これは主

に、仕掛品が271百万円増加し、現金及び預金が288百万円、有価証券（譲渡性預金）が399百万

円、商品及び製品が347百万円、前払金が105百万円それぞれ減少したこと等によるものでありま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて85.1％増加し、2,424百万円となりました。これは主

に、工場用地等の取得として、土地が914百万円及び建設仮勘定が183百万円それぞれ増加したこと

等によるものであります。この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、9,337

百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.2％増加し、1,268百万円となりました。これは主に、

前受金が244百万円増加し、厚生年金基金脱退損失引当金が131百万円減少したこと等によるもので

あります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.6％増加し、336百万円となりました。この結果、負債

合計は、前連結会計年度末に比べて5.7％増加し、1,605百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、7,731百万円となりました。 

  

業績予想については、平成25年２月12日に公表した業績予想に変更はありません。この予想は、本資

料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によ

り予想値と異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響

はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,359,185 3,070,787

受取手形及び売掛金 338,824 266,769

電子記録債権 155,269 130,106

有価証券 2,412,743 2,012,761

商品及び製品 861,500 514,008

仕掛品 324,588 596,578

原材料及び貯蔵品 44,209 44,496

前払金 105,000 －

未収還付法人税等 98,582 83,844

繰延税金資産 171,689 156,030

その他 45,478 37,692

貸倒引当金 △400 △366

流動資産合計 7,916,672 6,912,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 864,314 882,495

減価償却累計額 △672,932 △689,962

建物及び構築物（純額） 191,381 192,532

機械装置及び運搬具 590,725 595,093

減価償却累計額 △456,750 △472,448

機械装置及び運搬具（純額） 133,975 122,645

工具、器具及び備品 316,521 325,607

減価償却累計額 △279,445 △292,836

工具、器具及び備品（純額） 37,075 32,770

土地 645,315 1,560,226

建設仮勘定 － 183,520

有形固定資産合計 1,007,748 2,091,696

無形固定資産   

ソフトウエア 50,135 47,611

電話加入権 2,179 2,179

その他 231 227

無形固定資産合計 52,546 50,018

投資その他の資産   

投資有価証券 113,835 137,657

繰延税金資産 83,435 75,379

その他 52,168 69,896

投資その他の資産合計 249,438 282,933

固定資産合計 1,309,733 2,424,648

資産合計 9,226,405 9,337,358
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 333,105 309,327

未払金 81,035 62,874

未払法人税等 87 1,046

前受金 457,109 701,177

賞与引当金 30,003 95,801

アフターサービス引当金 47,946 46,741

受注損失引当金 27,032 2,179

厚生年金基金脱退損失引当金 131,595 －

その他 98,778 49,716

流動負債合計 1,206,694 1,268,865

固定負債   

繰延税金負債 194 129

退職給付引当金 16,374 16,556

役員退職慰労引当金 296,480 302,415

資産除去債務 － 17,823

固定負債合計 313,048 336,924

負債合計 1,519,742 1,605,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,816 1,250,816

資本剰余金 1,580,813 1,580,813

利益剰余金 5,503,104 5,484,297

自己株式 △421,141 △421,189

株主資本合計 7,913,593 7,894,737

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,563 49,405

為替換算調整勘定 △240,493 △212,574

その他の包括利益累計額合計 △206,930 △163,169

純資産合計 7,706,662 7,731,568

負債純資産合計 9,226,405 9,337,358
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 934,632 926,943

売上原価 587,608 649,040

売上総利益 347,023 277,903

販売費及び一般管理費 205,069 219,812

営業利益 141,954 58,091

営業外収益   

受取利息 1,985 1,432

為替差益 43 767

作業くず売却益 1,221 263

その他 1,067 885

営業外収益合計 4,317 3,349

経常利益 146,271 61,440

特別損失   

固定資産除却損 185 460

特別損失合計 185 460

税金等調整前四半期純利益 146,085 60,979

法人税、住民税及び事業税 41,046 5,573

法人税等調整額 22,120 15,677

法人税等合計 63,167 21,251

少数株主損益調整前四半期純利益 82,918 39,728

四半期純利益 82,918 39,728
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 82,918 39,728

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,148 15,842

繰延ヘッジ損益 △295 －

為替換算調整勘定 3,153 27,919

その他の包括利益合計 15,006 43,761

四半期包括利益 97,924 83,489

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 97,924 83,489

㈱小田原エンジニアリング（6149）平成25年12月期 第１四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。 

  

当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであるた
め、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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